
医学革命    世界市場 100 兆円～ 

 
 

蘇る水の基礎開発は１m 足らずの観葉植物に特殊酵素を朝与えた。幹は太く葉は大き

く３㍍成長エアコン突入【夏１０℃冷風】【冬６０℃温風】３年半年も枯れない植物は

ネバネバの液を放出。エアコンの風に耐え己の細胞を守る『免疫力・復元力・蘇生力』

技術を保有していた。植物から人類を救済する【術】スキルを磨きコロナ終息技術を開

発した。自然界に存在する植物は、幹に傷が入ると樹液を出し細胞の基底層から傷つい

た幹を樹液で傷を根治します。高温天ぷら油 200℃大火傷『表皮。真皮。皮下組織。

防御壁。基底層』構成。傷ついた細胞核は『（陰）×（陽）』酵素電子活性高速回転で回

り細胞の根幹から増殖傷跡は「皮膚と皮膚」結合して傷ついた損傷細胞が甦りました。 

 

コロナ後遺症は『悪寒。頭痛・喉の痛み。血栓』壊れた細胞の損傷難問題は一日～２週

間根本治癒します。薬。ワクチン。‥石油精製剤ガソリンと同じ成分では病気を作りま

す。池３３３３坪を５時間で甦らせるセラ接触させた水道水は高度な、蘇る水に代わり

ます。蘇る水点滴液は「免疫力。治癒力。蘇生力。抗菌力。復元力。再生力」コロナで

壊れた血管の若返り２８歳。コロナは「皮脂」「蛋白質」＝構成され PCR検査は保健所

で確認。鼻。口に蓄積した綿棒の先は『コロナ菌配列４段層構造』対策は、コロナに対

し脂を溶解する発明は、蘇る水の中に魚【鮭・鯖・秋刀魚】入れると脂は簡単分解。蘇

る水電子放射コロナ配列構造分解。口鼻に蓄積したコロナは PCR 検査ゼロに成り          



経済効果  健康＆飲食＝国益 1000兆 

 

 

不景気一、病院で健康破壊続出 

ワクチン中身は、血管を溶かす水酸化グラフェン石油精製剤ガソリン同じ成分防腐剤

は水銀使用。３０年後 4000万人死亡。日本 8000万人報道は確実に進行中効果の

無い癌治療は３兆５０００億円。医療バブルが始まり２０年前医療費２０兆円。令和

医療費５０兆円、医学は病を治せず。副作用の強い薬で病院経営の安定を実現してい

るコロナ経済悪化は会社倒産 3800社。日本経済が蘇る発明は、植物の医学の健康に

於いては、傷付いた細胞を若返らせた２８歳若返り・認知症改善。医学革命を立ち上

げ副作用無い医療は５０００病棟作り、令和医療費５０兆円⇒100兆円健康被害削減 

 

不景気二、飲食店倒産率 80％ 

不景気原因は①・農業、②・果実、③・畜産、④・水産、⑤・調味料、⑥・酒‥6つ

産業低迷。飲食店開店 5年で倒産率 80％。国内で倒産は飲食業がＮＯ.1。この業界

を伸ばす方法は、日本全国 28万店舗飲食店が流行る事で、国益を伸ばす１０００兆

円の仕組み作りを実現する。繁盛店に導く方法は、食の酸化を蘇らせお客様が美味い

と言わせ口コミで広がる味の革命技術。飲食に関わる産業が大きく発展します。今ま

で売れなかった高級品扱う百貨店に買い物客が押し寄せます。倒産ＮＯ1飲食店を伸

ばす発明技術は、日本の物作りと大きく関わり不景気は消え国益が伸びる仕組みです 



新医学    SDGs 医療世界戦略技術 

 

 

パーキンソン病患者が岡山に来社インターネツトで調べやってきた。手は痺れ言語障

害治して下さいと広島から来た。蘇る水を一日２ℓ飲み野菜と蘇る水で排尿排便はグ

レーの薬が出た体内にパーキンソン薬蓄積２週間で根治した。ワクチン接種後、血液

検査をすると、プラスチップ一部が混入していると書かれていた。病院に行けば必ず

３錠の薬 10年後１５錠に増えて行く。母親も高血圧で２０錠に増えクモ膜下で他界

した友人は健康体だったが、毎日薬２０錠飲み医者が治してくれると信じ、痴呆認知

症に成り他界した。株式会社病院経営は薬で副作用作り満員御礼の仕組みが有る。東

京のドクターが薬害センター作り薬害被害を訴え、無駄な医学不要論本迄出していた 

 

医療費２０年前２０兆円。令和時代医療費５０兆円超え。厚生労働省に手紙を書きま

した食と水の改善で汚れた血液は真っ赤に成り、何方様も健康体に成る。医療費が下

がる提案した。厚生労働省の役人は食と水の発明は理想と言う。もうそろそろ医療費

高騰を下げたい。発明者に感謝しますと驚きの言葉にびっくりした。何処の街が下が

るか見てみたいと言われた。自治体に出して下さいと言われたが民間の力を借りたく

ないと断れた。発明は飲料水。点滴液を医学革命として医者を雇い。薬を使用しない

ホスピタル病院経営は副作用の無い一日～１４日間血液を浄化する病院革命を実現 



病院経営    煽り薬漬け 薬毒被害

 
 

医者は全国３１万人いますが、大学では治す医学は学んでおらず、病気の原因も知ら

ず。治す方法も知らず。医学経営の安定は、強い副作用の薬を出し経営を営んでいま

す医学はやりたい放題。高血圧・白血病には、癌誘発剤が入りネツトで驚いた事が有

ります。ワクチンは石油精製剤ガソリンと同じ物の中に防腐剤には水銀。血管を溶か

水酸化グラフェン入れ血管を溶かし即死の人が３０００0人いると聞く。強いアレル

ギーを作りアナフェラキシイ映像見た。年々上がる医療費は何故：例えば、病気を治

す人がいたら病院は日本全国倒産します。昔からこの法則は止まる処か２０年前医療

費２０兆円。令和医療費５０兆円だがコロナ過に成り６０兆円上がり続けています。 

 

株式会社病院経営は、普通の会社と同じ売り上げ重視です。薬で沢山の人が死んでい

ます。病が消えれば当然赤字に成れば病院は倒産します。すると医師の離婚が増加し

ます。子供達の教育は出来ず医師の子供は医師に成る事止めます。病院の倒産を防ぎ

売り上げは病を増やす事が目的で病院ビジネスは、副作用の強い薬を出し患者は体調

不良に成り患者は一人１０００万円に成り病は、花粉。喘息。高血圧。糖尿。アレル

ギー。パーキンソン。心不全。ギアンバレー。腰痛。癌‥治す術が無く患者は安心言

葉かけリピーター客を増やし経営安定は、コロナで医療はバブルがはじけています。 



植物医学    生命力・蘇生力・技術

 
 

コロナは空間に浮遊して呼吸時は、マスク通過して喉と鼻に溜まります。ホスピタル病

医院では、蘇る水をうがいするだけでコロナ構造を分解します。１０万人様は風邪引か

ずコロナ後遺症対策はゼロ成りました。蘇る水は電子が放射され、コロナ菌や蜂のかゆ

みは毒の構造配列が変わり無毒化した。植物の細胞再生技術 200℃大火傷根治。損傷

は細胞の根幹から 28歳血管若返り開発。７２歳男認知症頭に、蘇る水噴霧⇒頭蓋骨通

過脳の汚れ分解。記憶障害改善。癌は汚水点滴液分解。血栓溶解。糖尿分解。痛みかゆ

み分解。0コロナ。CＯ2分解。乳癌ステージ 4消滅。心不全。生活習慣病・体質改善

実験。バイオホスピタル病院設前の予防医学。蘇生医学実験は１００万回行いました。 

 

医療費高騰謎の原因謎は、医師は全国３１万人いますが、コロナ対策予防方法も知らず、

病の原因も知らず。治す方法も知らず。誤診が起こる多いのもこの為です。２０年前医

療費２０兆円。令和医療費 50兆円～農薬。ワクチン。薬。食品添加物は石油精製剤ガ

ソリン製造されています。更に恐ろしいのは、防腐剤は水銀。血管を溶かす水酸化グレ

フェインが混入してワクチン接種後死亡。アレルギーを作り、何処の病院も満杯にする

病院経営を営んで、医師やスタッフの収入上げる利益優先の株式会社病院経営ビジネス

行い経営の安定です。医者が治すと病院は倒産します。SDGs世界の難問題解決全ての

技術項目は、ノーベル賞に値すると告げられた。17種類の蘇生理論技術を開発した 



蘇る水点滴液  コロナ毒素分解浄化 

 

植物の傷が治る免疫医学。汚れた血液の汚れを正常に整える。蘇生医学テクノロジー 



枠珍激薬     石油添加物 猛毒薬被害 

 
 

従来の枠珍は、病原体が身体に入ってきた時に抗原抗体反応が起きるようにするため

弱毒化した、ウイルスや細菌を主原料としたものでした。枠珍の主成分は、石油精製

剤水酸化グラフェインガソリン同じ成分の血管を溶かす猛毒を入れています。肉や野

菜と同じタンパク質や脂質などで構成されているわけで、当然、発酵や腐食による成

分の変質が簡単に起こるわけです。枠珍を長期間、変質させず保存させるためには強

烈な防腐剤を入れる必要性が有り代表物質が水銀です。【新型コロナ】枠珍に秘められ

た恐ろしい真実が暴かれた「現代医療は脅迫商売」医学博士で北里柴三郎の子孫がタ

ブー暴露しています。医療は株式会社利益優先で病気を作り最悪な医学ビジネスです 

 

水銀といえば猛毒で、江戸時代の歌舞伎役者が使う白粉の主成分です。彼らは中毒症

状によって早死にするのが一般的でした。その危険性から、白粉そのものは明治時代

になって禁止されました。皮膚の上に塗るだけでもこれだけリスキーなのに、枠珍は

直接、血液中に流し込むということです。身体ができていない子供に打つなんてとん

でもない話です。枠珍には水銀以外にも、多くの危険な物質が入っています例えば免

疫応答（炎症）を引き出すための物質は「アジュバンド」アルミニウムが使われます

異物あるから炎症が起きるので有ってアナフィラキシーショックを引き起こし即死実

態存在。アルミニウムは重金属です。肝臓、腎臓、脳組織への悪影響が指摘され認知

症や不妊を引き起こすリスクもよく指摘されます。蘇る水は総ての難問解決技術です 



水道管   発癌物質混入癌１００万人 

 



認知症      20歳～６０歳３人一人 
認知症の原因は、食べ物を水道水洗浄 100％腐ります。酸化した料理で血液を汚し生

活習慣病が始まります。血液の汚れは脳迄上がり、脳海馬に蓄積した記憶が大脳迄届

かず、脳の血液が汚れ記憶障害が始まります。認知症は２０歳～始まります。携帯。

ＰC電磁波は前頭葉に溜まります。そして６０歳過ぎから３人に一人です。薬を多く

の飲んでいるとぼけ老人に成ります。現在の認知症薬は一回の投与６０万円～一年７

２０万円～８００万円超えます１０年で８０００万円～掛かります。医学は薬漬けに

して副作用で病院通いは日本国中です。医学は喘息一日で治る原因は血液の汚れを改

善考案発明、蘇る水で血液を正常にする発明を考案。薬使用せず蘇る水の治療です。 

  

  

  



認知症 HEADSPA TECHNOLOGY 
認知症は２０歳始まり。携帯。PC電磁波が脳に蓄積した電磁波分解。蘇生 SPA技術 

 



蘇る水セラ  電子放射  抗菌力技術 
コロナ菌分解発見は、平成１９年１０月５ℓタンクに水道水に触媒セラミックス入れ

１４日間放置出来上がった水を１ｍ移動。１年間切れていた５ｍ離れた蛍光灯の球が

点灯。蘇る水の中電子含有発見。真冬ＨP制作夢中に成り部屋を閉め結露が沸いた部

屋にはカビが沸いた。浴槽付近に置いたボールセラ近隣１０㎝付近カビ分解する電子

を発見した。セラに接触させた水道水は、蘇る水を飲用後、風邪を引かない科学的根

拠を発見した。蘇る水の中、鮭、鰯、鯖を漬けると脂を簡単に分解した。糖尿は、蘇

る水飲用すると糖尿の数値が４００⇒１２０平均値下がり医師驚いた。コロナは皮脂 

タンパク質で構成され、蘇る水でコロナ４列構造を溶解 ZEROコロナ無毒化実現した 

  

 



蘇る水 ZERO CORONA誰も引かず 

 

 

地球空間は、「酸素」×「水素」＝結合で空気が生まれ、空気に触れた全ての物は破壊

的・流動的に生命が有る物は自然界へ流れ「酸化発酵」腐敗・老化は死を意味します

酸化を蘇らせる発明は電子の力です。蘇る水電子テクノロジーは、酸化結合分解する

「蘇生発酵」誰も知らない。蘇る水の世界が誕生。コロナ菌酸化毒配列はイオン構造

４段構造体です。コロナ菌分解す発明は、蘇る水電子が放射され、切れた電球が点灯

「蘇生電子」構造体です。蘇る水飲用、喉、口うがい後コロナイオン構造分解後水流

れます。コロナ菌は空間に浮遊。呼吸時にマスク通過鼻。口に溜まります。蘇る水を

鼻と口に振り掛けコロナイオン構造分解。コロナ死骸痰に成り水に流れ⓪コロナ技術 

 

鼻・口に蓄積菌が消え PCR検査に鼻に口の中のコロナは消えて「陰性」に成ります

汚水３３３３坪セラミックス投入池は、蘇る水の力で ５時間分解 BOD14。一年後

BOD2.6汚水を分解。汚れた血液も、蘇る水飲用すると体内に蓄積した、農薬・放射

能・薬・食品添加物」分解して汚れた血液は真っ赤に成ります。認知症７２歳男性の

頭に蘇る水を振りかけた脳の血液の汚れ分解して記憶障害は消えた。悪臭はイオンベ

ンゼン核構造から構成。蘇る水を悪臭に振りかけると悪臭イオン構造をバラバラにし

て匂い原子構造が消える為匂いゼロに成ります。蜂や虫刺され皮膚に毒が混入します

蘇る水患部に振りかけると、毒のイオン構造を分解。かゆみ痛みは１分で消えます 



難病 血液の汚れ浄化 万物が甦る技術 

 

 

医学が何一つ病気を治せないのは勉強不足です。病の原因も知らず。治す方法も知らず

大学は病気の元も知らず、誤診が何処の病院も知らず、医師は全国３１万人いますが、

誰一人病は治せず薬では病を治す事は不可能です。体内は 6０％～80％は水と血液

83％は水構成されています。病の原因は水道水で洗った空気に触れた食は酸化が起こ

ります。食べ物は常に酸化が発生します。酸化料理で血液の汚れはやがて生活習慣病が

発性します。糖尿２０００万人。癌は年間１００万人死亡。予備軍８００万人。医者の

儲け癌は治らないと知って抗癌治療は３兆５０００万円と聞きます。白内障５０万円。

不妊治療８００万円。喘息。糖尿治せず病院が満杯にしているやりたい放題医学不要論 

 

病は血液の汚れ９９．９９９％です。病の原因はウイルス毒の分解にて、旧医学の流れ

は令和時代新医学、蘇る水電子テクノロジーは薬を使用しない蘇生医学が必要です。世

界の難病サル痘増加。エボラ高熱出血。結核。肺炎。梅毒。コロナタンパク質を分解す

る ZERO コロナ発明。汚れた血液の汚れ分解浄化も甦りは、植物は幹に傷が付くと樹

液を出し傷を治す、免疫力。蘇生力。再生力と電子の力です。高血圧等は、指の間を押

すだけで簡単に血圧下がります。難病。喘息。花粉。糖尿は薬漬けにして３０年間引っ

張り続け何処の街の医院。大学病院は満員御礼です。全国の医師は総て藪医者軍団です。 



蘇る水医学    ⓪から始めた技術 

 

 



糖尿      蘇る水 酸化脂肪分解浄化技術 
蘇る水飲用すると肥満物質（糖）分解溶解して入院中２週間で数値がお幅に下がった 

 

 



乳癌 4      乳腺腐敗 蘇生発酵蘇生技術 

 

乳癌の発見は、冷蔵庫の中で封を開けた牛乳が３日で腐る謎を解明した。蘇る水を３

０％入れ常温で発酵・熟成。芳醇１４日間腐らず女性は体内の水の酸化を止める発見

した。38歳女性、病院検査で 7年前に《乳癌》と告げられ大変ショク過去振り返る

と空気に触れた食の酸化と「朝パン」よく食べ。添加物の事は解らず食が細胞を壊し

ている事を知りました。乳癌の原因とされるパンを食べる人の 70％は、癌に成ると

言われ怖い現代病と知りました。世界一の乳癌発症率 NO.1。バングラデッシュでは

揚げ物の大好きな国民は酸化した（揚げ物影響）で乳癌が多発しているNHKの報道

を聞かされました揚げ物類（酸化）油類の食べ物を食べ、体内の血液はどろどろです 

 

癌は１００万人他界。癌は 2人に一人です。乳癌 38万人～４０万人癌に成ります。

世界中の 3000万人女性は、食の酸化で細胞に傷が着き乳癌に成ります。医学は病の

原因や治す方法も、全く知りません無知です。揚げ物油も酸化で大変危険です。胸の

かゆみガゼット病に対して、蘇る水使用の３８歳の女性は胸のかゆみ１４日間でステ

ージ４が消えました。この、蘇る水は凄い事は牛乳×蘇る水＝30％入れ 2日目ヨー

グルト成り 7日目チーズ変わります。腐敗を止める方法は、蘇る水HEADSPA頭を

蒸すと酸化が瞬間に止まります。全身の酸化。脳の血液の汚れに対して汚れた脳の汚

れた血液改善効果が見られます。女性の乳癌を防ぐ発明 SDGS17項目解明しました 



老い   ３６兆個細胞５８歳⇒３０歳甦る 
蘇る水電子水を飲用後、体内に組み込まれた５種類鉄に細胞の蘇生活性。若返り発見 

 



技術 汚水血液が甦る 根本浄化技術 

 

 

病院に行くと必ず薬を３錠出され１０年後には、１５錠の薬で血管はボロボロになりま

す。６５歳過ぎると痴呆認知症が 90％始まります。癌は１００万人死亡。血液の汚れ

はコロナウイルスに掛かります。春に成ると花粉は、口、目、鼻に蓄積。家庭。会社‥

飛沫感染症を防ぐ【蘇る水】蘇生電子テクロジーは、コロナ。花粉に対して【蘇る水】

霧吹きに入れコロナに噴霧。コロナは「皮脂」と「蛋白質」構成され＝【蘇る水】から

電子が放射され、コロナイオンベンゼン核構造を分解無毒化になります。切れた電気球

の点灯する電子技術は、蜂や蚊に刺されかゆみ痛みを感じます。【蘇る水】から電子が

放射され、かゆみは、皮膚から侵入した蜂の毒分解時間は１分程度でかゆみが消滅した。 

 

コロナウイルス菌が体内に侵入後、体内蓄積コロナ毒イオン構造分解消滅します。皆様

風邪を引かない原因は、細胞が壊れない此れまで実績 10万名様は、蘇る水＆セラミッ

クスから電子が放射され、菌が寄り付かない映像添付しています。通常水道水の中に食

材を入れ 100％腐ります、蘇る水の中では細胞が壊れない実験は昭和１９年付けた苺

は腐らず、令和 24年に浸けた2ℓ瓶の中に「果実、野菜、米、茄、オクラ、生米、ご

飯、苺、林檎」‥良く朝～３日目。瓶の中の食材から酵素を放出して白く濁り３日目透

明でした。蘇る水は永遠に腐らない。病の原因は殆ど血液の汚れです。蘇る水飲用＆植

物点滴液を身体に酵素が沸き、体内毒素分解。排尿排便汚れた血液は真っ赤に成ります 



SDGｓ    研究開発国の評価ノーベル賞値 
SDGｓ全ての方に幸福と健康を齎せる発明は、政府の評価は全て技術が値すると回答

  

 

  

 

  



蘇る水  BIO TECHNOLOGY病院 

2000病院～

5000棟展開 

医者が治せない病は副作用無く健康導くホスピタル病院展開概要 

 

コロナウイルスは、皮脂と蛋白質構成され、鼻と口に溜まるコロ

ナ構造は４列断層に成り、脂を溶かす、蘇る水をコロナに振りか

けると蛋白質が分解。鼻に口に溜まるコロナ分解して無毒化に成

ります。蜂や虫刺され、かゆみは皮膚の中に有りますが、蘇る水は

電子で皮膚の中に有る毒素分解してかゆみ痛みは１分で沈下する 

健康項目 

SDGs技術 

 

１７項目達成全ての人に健康をお届けする バイオテクノロジー 

対応期間 
 

病は血液の汚れです。汚れた血液浄化は一日～２週間対応技術 

一日～２日効果 

 

歯槽膿漏・歯肉炎。歯痛。喘息。花粉症。コロナウイルス菌。頭痛。

全身の痛み。骨。イタイ痛い病。虫刺され。かぶれ。胃痛‥etc 

 

世界の難病対応

一日～１４日間

対策技術一覧表 

 

ワクチン打ち血

液が汚れ 30年

後 4000万人

他界すると言わ

れます。予防医

学。治癒医学が

日本中必要です 

 

梅毒。エボラ高熱出血。エイズ。マラリヤ。赤痢。結核。肺炎。熱

中症。生活習慣病。更年期障害。アレルギー。アトピー。天ぷら油

２００℃大火傷。認知症記憶障害。３６兆個細胞の基底層から２

８歳若返り。天才脳作り。糖尿。肥満。末期癌。すい臓がん。乳癌

ステージ 4。心不全。低高血圧。パーキンソン病。血栓。骨粗鬆

症。色黒肌。骨粗鬆症。シミしわ。輸血の体調不良。生理不順。生

理痛。頭皮白癬菌。水虫。睡眠障害改善。頭痛。腰痛。膝痛。歯の

痛み。関節の痛み。口内炎。皮膚炎。白内障。熱中症。肺炎の傷跡。

壊れた老化細胞【蘇る水】は、全世界の全ての人に健康をお届けす

る技術は１００万実験行い。全てに於いて結果が出ました。SDGs

国の評価は 17項目総ての技術が、ノーベル賞と評価されました 

 

１億２０００万

人病気。日本を

健康導く 3000

病院が必要です 

 

現在の医学は遅れ、コロナ PCR検査と薬漬けで何処満員御礼です 

コロナ中和技術。コロナの後の壊れた細胞が甦る新医学施術費用 

一人３万円～5万円×一日 400人×２５日＝1年間 5億円～ 

100病院＝5000億円。1000病棟５兆円。2000病１０兆円。 

 

 


